
予定価格
最低制限価格

株式会社岩田組 12,000,000
株式会社加藤建設 11,041,000
有限会社佐藤建設 辞退
須田建設株式会社 11,040,000
株式会社富山工務所 辞退
有限会社長若建設 12,335,000
株式会社山献 辞退
株式会社山崎工務店 辞退
株式会社両神産業 10,824,000 ○

有限会社黒建工業 4,512,000
有限会社黒沢造園関東重機 4,800,000
寿産業株式会社 辞退
有限会社佐藤建設 辞退
有限会社森林スマイル企画 4,478,000
須田建設株式会社 5,000,000
株式会社高橋造園 辞退
有限会社ミヤテック 4,528,000 ○

株式会社岩崎工務店 辞退
落合建設株式会社 辞退
株式会社加藤建設 3,016,000
栗原産業 3,011,000 ○
有限会社黒建工業 辞退
寿産業株式会社 辞退
有限会社森林スマイル企画 辞退
株式会社両岩 3,016,000

輝光園 3,150,000
有限会社黒沢造園関東重機 3,140,000
有限会社森林スマイル企画 3,090,000 ○
株式会社高橋造園 3,133,000
株式会社田嶋造園土木 3,110,000
秩父広域森林組合 3,100,000
有限会社松岡建設 辞退

株式会社加藤建設 無効
輝光園 1,323,000 ○
栗原産業 1,325,000
有限会社黒沢造園関東重機 1,430,000
株式会社高橋造園 1,470,000
株式会社田嶋造園土木 辞退
有限会社長若建設 1,350,000

桂測量設計株式会社 3,980,000
株式会社シビル技術 3,850,000 ○
正伝測量有限会社 4,010,000
株式会社千島測量設計 3,980,000
株式会社ヤマホン小鹿野営業所 4,070,000

朝日航洋株式会社　埼玉支店 2,835,000
アジア航測株式会社　埼玉支店 2,700,000 ○
国際航業株式会社　埼玉支店 2,889,000
株式会社パスコ　さいたま支店 2,808,000
東日本総合計画株式会社　関東支店 2,862,000

令和3年10月20日 入札結果（指名競争入札）

（金額は消費税抜き、単位：円）

業務名 業務場所等 　業　者　名　 入札金額 落札者 履行期間

12,306,000 
契約日

～

10,800,000 令和4年3月31日

5,130,000 
契約日

～

4,527,000 令和4年2月28日

3,352,000 
契約日

～

2,514,000 令和4年2月28日

3,155,000 
契約日

～

2,749,000 令和4年1月17日

契約日

～

令和4年1月31日

1,521,000 
契約日

～

1,141,000 令和4年1月31日

4,170,000 
契約日

～

－ 令和4年2月28日

2,950,000 
契約日

～

－ 令和4年3月25日

町道44号線道路改良工事 下小鹿野地内

防火水槽設置工事（小鹿
野工区）

小鹿野地内

町営住宅滝原団地一部解
体工事

飯田地内

地籍図根三角点設置区域
立木伐採工事

下小鹿野・般若
地内

小鹿野町防災行政無線屋
外拡声子局用バッテリー
交換工事

伊豆沢地内外 取止め（一者応札による）

長留地内観光案内看板撤
去工事

長留地内

町道両神43号線測量設計
業務委託

両神小森地内

道路台帳更新業務委託
（小鹿野地区）

小鹿野地内外



予定価格
最低制限価格

業務名 業務場所等 　業　者　名　 入札金額 落札者 履行期間

桂測量設計株式会社 750,000
株式会社シビル技術 770,000
正伝測量有限会社 718,000 ○
株式会社千島測量設計 760,000
株式会社ヤマホン小鹿野営業所 740,000

アルフレッサ株式会社　熊谷西支店 辞退
株式会社栗原医療器械店　熊谷支店 5,800,000 ○
栗原レントゲン株式会社　埼玉営業所 6,200,000
コニカミノルタジャパン株式会社 ヘルスケアカンパニー埼玉営業所 辞退
ＧＥヘルスケア・ジャパン株式会社　埼玉支店 辞退
日本メガケア株式会社　川越支店 辞退
株式会社メディセオ　熊谷支店 辞退
株式会社ライズ　埼玉営業所 辞退

アルフレッサ株式会社　熊谷西支店 辞退
関東メデイカル株式会社 辞退
株式会社栗原医療器械店　熊谷支店 辞退
株式会社志賀医科器械店　前橋営業所 4,250,000
株式会社自治体病院共済会 辞退
株式会社平和医用商会 3,400,000 ○
株式会社ライズ　埼玉営業所 辞退
株式会社リィツメディカル　埼玉営業所 辞退

株式会社ウイン・インターナショナル 第四営業部 熊谷営業所 1,110,000
株式会社エーステクニカ 辞退
株式会社栗原医療器械店　熊谷支店 辞退
栗原レントゲン株式会社　埼玉営業所 960,000 ○
株式会社高橋医科器械店 辞退
東京ワックス株式会社 1,430,000
トキワ理化学有限会社 1,200,000
有限会社村上書店 辞退
大和理化 辞退
株式会社雄飛堂　熊谷支店 辞退
株式会社アイホー　埼玉営業所 618,000 ○
関東調理機械株式会社 860,000
新日本厨機株式会社　埼玉営業所 880,000
株式会社トータルサポート 765,000
日本給食設備株式会社　埼玉営業所 1,080,000
日本調理機株式会社　埼玉営業所 825,000
株式会社フジマック　北関東事業部 660,000
ホシザキ北関東株式会社　本庄営業所 830,000
株式会社マルゼン　熊谷営業所 辞退
株式会社丸紅食器設備 788,800
株式会社リッショー 971,000
株式会社オオツカ 1,785,350
門平防災工業 1,667,800 ○
豊田防災 1,703,100
丸京商事株式会社 1,720,600

株式会社オオツカ 785,100
門平防災工業 747,300
豊田防災 756,200
丸京商事株式会社 740,500 ○

※落札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額が契約の申し込みに係る金額となります。

※再入札となった場合の入札金額表示は、最終入札結果を表示しています。

※議会議決案件の契約日は、議決後の指定日となります。

776,000 
契約日

～

－ 令和4年1月31日

6,170,000
契約日

～

－ 令和4年2月28日

4,070,000 
契約日

～

－ 令和3年12月28日

980,000 
契約日

～

－ 令和3年12月17日

970,000 
契約日

～

－ 令和3年12月28日

2,118,550 
契約日

～

－ 令和4年1月14日

838,700 
契約日

～

－ 令和4年1月14日

町営住宅駐車場用地測量
業務委託

小鹿野地内

Ｘ線骨密度測定装置購入
事業

国民健康保険町
立小鹿野中央病
院

レフラクトメーター購入
事業

国民健康保険町
立小鹿野中央病
院

公共施設用オゾン空間除
菌器購入事業

小鹿野町役場総
務課

電気温蔵庫購入事業
国民健康保険町
立小鹿野中央病
院

消耗資器材等購入事業
小鹿野町役場総
務課

消防施設備品購入事業
小鹿野町役場総
務課


